
おしゃべりサロンを実施しています 
精神障がいをお持ちの方のご家族を対象に、夷隅郡域精神

障がい者家族会（やよい会）では、同じ経験や課題を抱えてい
る家族が交流を通じて学びあう“おしゃべりサロン”を実施してい
ます。「こんなことがあったけど、どうしたらいいの？」「福祉サー
ビスは何が使えるのだろう？」など身近な情報も共有できます。
以下のとおり開催しますので、是非ご参加ください。 
【日時】偶数月：第２日曜日 奇数月：第２木曜日 
     １３：３０～１６：００ 
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止する場合が

ありますので、詳しくは夷隅郡域精神障がい者家族会にご確

認ください。 
【場所】偶数月：岬やよい（いすみ市岬町中滝２８０６―２） 

奇数月：御宿町地域福祉センター（御宿町久保１１３５-１）  
【問合せ】夷隅郡域精神障がい者家族会 
      ＴＥＬ ６２－６８３０（事務局：岬やよい会） 

令和３年度ロコモ度テスト 
         参加者募集について 
千葉大学病院整形外科と町では、町民の皆さんの骨や関

節、筋肉などの状態を調べ、健康寿命を延ばす方法を調査して

います。テスト結果を医師が確認し、アドバイスも行いますので、
ぜひご参加ください。 
【対象者】４０歳以上の町民 

※令和元年度にテストを受けられた方は対象外です。 
【日程】１０月１０日・１７日・２４日・３１日 

１１月 ７日・２１日          すべて日曜日   
【時間】９時～、１０時～、１１時～、１３時～、１４時～ （予約制） 
【場所】勝浦整形外科クリニック 
【内容】ロコモ度テスト、筋肉量の測定、背骨と足のレントゲン 
※レントゲン撮影があるため、動きやすく、チャックのない服装

でお越しください。 
※マスクの着用をお願いします。 
【申込方法】 
① インターネット・スマートフォン予約 

 （QR コードから予約） 
② メール予約 

onjukurocomo@gmail.com に希望日時・名前・性別・住所・ 
電話番号を送ってください。 

※予約は、各日程の２週間前に締め切ります。ただし、予約枠 

が埋まった場合はその時点で受付を終了します。 
【問合せ】千葉大学整形外科 onjukurocomo@gmail.com 
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農業用ビニールの回収を受付します 
使用済みの農業用ビニールの回収を以下のとおり受付しま

す。環境に優しい農業生産の推進を図るため、リサイクル活動
にご協力ください。 
【日時】１１月４日（木） ９：００～１１：００ 
【回収場所】いすみ農業協同組合御宿支所 
【回収品目】農業用塩化ビニール、ポリエチレン、肥料・培土袋 
【負担金額】１ｋｇあたり６０円※計量後、現金でお支払いください。  
【荷造りの規格等】 
・塩化ビニール、ポリエチレンを分別して梱包してください。 
・排出するビニールは、同じ素材で結束してください。また、１梱

包は１５ｋｇ程度で長さ８０ｃｍ程度に束ねてください。 
・石、ゴミ、土等を取り除き、極力水分を付着させないようにして
ください。 

※持込み時に放射線量が０．２３μｓｖ/ｈを越えたもの、規格外
のものは受け入れができませんのでご注意ください。 

以下のイラストを参考に各自で整えてから持込をお願いします。 
（状態によってはその場で折りたたみ直していただく場合もあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

※異物（別素材）等が混入していた場合、リサイクル工場へ引き
取ってもらえませんのでご注意ください。 

【問合せ】 
御宿町廃プラスチック対策協議会事務局（産業観光課内）TEL ６８－２５１３  
いすみ農業協同組合大原御宿地区購買店舗 TEL ６６－１７１２ 

いすみ農業協同組合御宿支所 TEL ６８－２４２４ 

おんじゅく町民応援商品券の 
         取扱店舗を募集します 
町では、新型コロナウイルス感染症拡大が町民生活及び事

業者の経営に大きな影響を与えていることから、町内店舗で利
用できる「おんじゅく町民応援商品券の発行（町民 1 人につき
５，０００円）」を１１月に予定しています。ついては、商品券が使
用できる取扱店舗を以下のとおり募集します。 
【募集期限】１０月２２日（金）まで 

【対象者】町内で事業を営む方 
【問合せ】産業観光課 商工観光班 TEL ６８－２５１３  

御宿町商工会 TEL ６８－２８１８ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/  Twitter  @KohoOnjuku  

後期高齢者医療保険料の納期について 

 

 

※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。 

金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談 

ください。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 

シニアカフェをオープンします！ 
新町朝市通りの「交流サロンかぐや」において、食生活改善

会（ヘルスメイト）によるシニアカフェをオープンします。 

おしゃべりや脳トレをしながら、楽しく健康や食生活改善につ

いて考えてみましょう。ご家族やお友達などお誘いあわせの上、

ぜひご利用ください。 

【日時】１０月２２日（金） １０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

【場所】交流サロンかぐや 

   御宿町新町３０６（朝市通り 旧かぐや釣具店） 

【対象者】町民の皆さん ※予約不要 

【スタッフ】食生活改善会（通称ヘルスメイト） 

町栄養教室を修了し、食生活改善や健康づくりのた 

めに活動するボランティア団体です。 

※マスクを着用のうえ、ご利用ください。 

※発熱、咳等の風邪症状、味覚障害、下痢、おう吐など、体調

がすぐれない場合はご利用をお控えください。 

※会場内の密を避けるため人数の調整をさせていただく場合が

あります。 

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、中止する場合

があります。 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６ 

        

第４期 第５期

１１月１日（月） １１月３０日（火）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

対象品目 塩化ビニールフィルム ポリエチレンフィルム・農酢ビ・農ＰＯ（軟質系）

結　　　束
ハウスから取り外した被覆資材と
同種類のものを紐にする

同左又はマイカー線

その他 登録番号記載 登録番号記載不要

規　　　格
（重さ１５kg
程度まで）

つづら折 同左又は杭を利用したグルグル巻き
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開催日 場　所 相談内容

１１月　２日（火） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

１１月２２日（月） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 
１１月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 

相談時間は、９：００から１２：００までです。 

 

 

 

 

※来所の際は、マスクをご着用ください。 
※相談時間中は電話での相談も受け付けています。 
※来所の前には検温し、発熱等体調不良の場合は来所をご遠

慮ください。 
※新型コロナウイルスの影響で地域福祉センターが休館の場合

は中止となります。 
【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

行政書士による 
   法の日無料電話相談会を実施します 

 千葉県行政書士会長夷支部では、１０月１日の「法の日」を記
念する行事として、相続・遺言・成年後見など身近な問題につ
いての無料相談会を毎年実施しております。今年度は新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、電話にて実施します。 
【日時】１０月１７日（日） １０：００～１４：００ 
【相談内容】 
〇相続・遺言 
〇補助金、助成金等の申請（新型コロナ関係を含む） 
〇成年後見 
〇各種契約書と内容証明郵便の作成 
〇建設業、風俗営業など各種許認可申請 

【相談先電話番号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※どちらの番号へおかけいただいてもかまいません。 

【問合せ】 
千葉県行政書士会 長夷支部 支部長 村山昌昭 
TEL ０９０－９１３１－３３８４ 

狂犬病予防注射の届出について 
狂犬病の予防注射は、法律により１年に１回の接種が義務付

けられています。 

今年は１２月末日まで接種期間が延長されておりますので、

接種が済んでいない方は、早めに動物病院で予防接種を受け

てください。また、予防接種を受けた飼い主の方は、建設環境

課環境整備班（３階⑤窓口）へ届出を行ってください。※注射済

票の交付につきましては、手数料５５０円がかかります。 

なお、犬の年齢・体調などにより接種ができない場合は、予防

接種猶予証明を提出してください。 

【登録・問合せ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

所有地の適正な管理をお願いします 
空閑地や家の周辺の雑草や樹木を放置すると景観悪化だけ

ではなく、火災、事故、不法投棄、蚊やねずみの発生の原因、

キョン等の動物の住家になるなど、地域の衛生面や安全面に悪

影響を及ぼす原因となります。 

空閑地等を管理せずに他者へ被害を与えた場合は、所有

者・管理者の責任が問われ、思わぬトラブルに繋がります。 

草刈等をご自身で行えない場合は、除草や剪定を行う事業

者やシルバー人材バンクを活用するなど、日ごろから適切な管

理をお願いします。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 TEL ６８－６６９４ 

不法投棄は犯罪です！ 
町内において、ごみのポイ捨てや不法投棄が多発していま

す。投棄されたゴミの撤去については、行為者が特定できない

場合、土地の所有者が行うことになりますので、不法投棄をされ

ないよう対策を行うとともに、地域全体での注意喚起等にご協力

をお願いします。不法投棄は川や海や山などを汚染し、健康に

まで悪影響を及ぼします。 

きれいな御宿を守るには、一人ひとりのマナーと、皆さんの協

力が必要です。現場を目撃した場合には、危険なので行為者

に声をかけたりせず、警察へ通報してください。 

【問合せ】建設環境課 環境整備班 TEL ６８－６６９４ 

ご存じですか？労働委員会 
～個別的労使紛争のあっせん～ 

 千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用者の間で生じ
た解雇・パワハラ・労働条件の不利益変更などの労働関係のト
ラブルについて、労働委員会の委員が間に入って、双方の歩
み寄りによる円満な解決を目指す「個別的労使紛争のあっせ
ん」を行っています。 

あっせんは無料で、労働者、使用者どちらからでも申請でき
ます。あっせんを希望される方は、お気軽にお問い合わせくだ
さい。 
【申請先・問合せ】 

千葉県労働委員会事務局（千葉県庁南庁舎７階） 
ＴＥＬ ０４３－２２３－３７３５ 

千葉県最低賃金改正のお知らせ 
千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイト

等を含む）とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」（地域

別最低賃金）が改正されました。 

令和３年１０月１日から 

時間額 ９５３円 

(従来の９２５円から２８円引上げ) 

最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部

賃金室又は最寄りの労働基準監督署に問い合わせください。 

【問合せ】 

千葉労働局労働基準部賃金室 ＴＥＬ ０４３－２２１－２３２８ 

茂原労働基準監督署 ＴＥＬ ０４７５－２２－４５５１ 

食品を製造販売している方へ 
食品衛生法の改正により、これまで食品営業許可を不要とし

ていた業種についても、食品の営業許可または届出が必要に

なる場合があります。 

一部具体例） 

・漬物の製造（梅干しを含む）→漬物製造業 

・干物等の製造→水産製品製造業 

・常温保存可能な瓶詰、レトルト食品等（ジャムを含む）の製造 

→密封包装食品製造業 

詳細については、営業所を管轄する保健所にご相談ください。 

【問合せ】夷隅保健所（夷隅健康福祉センター） 

健康生活支援課 

TEL ０４７０－７３－０１４５ 

電話番号 対応行政書士（事務所所在地）

０９０－３３３１－３４４８ 　　田野重徳（茂原市）

０４７０－８０－３１２３ 　　浦田　徹 （いすみ市）

０４７０－６２－２２１８ 　　山口明也（いすみ市）

０４７５－３６－３７５１ 　　廣沢千聡（長生村）

０４７５－４３－０２０２ 　　今関雄一（睦沢町）

０４７０－６２－５７７６ 　　髙橋英彦（御宿町）


